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発刊にあたって

　当財団は、前身である財団法人中部産業活性化センター、社団法人中部開発
センターおよび財団法人中部空港調査会の3団体の理念および事業を継承して、
中部圏の 9県を事業領域とする総合的・中立的な地域シンクタンクとして、広
域計画、産業振興、航空・空港、地域経営に関する調査研究事業の推進と情報
発信に努めております。
　さて、中部圏は日本のものづくりの中心であるとともに、観光や商業におい
ても伸展しておりますが、少子高齢化時代を迎えて将来を見据えた中長期的な
対応を求められております。
　こうしたなか、中部圏におきましては、インフラの整備や地域活性化、競争
力強化につながるプロジェクトが数多く推進されており、各県における代表的
なプロジェクトを分かりやすく地図上にまとめた「中部プロジェクトマップ」
を毎年発行しておりますが、今年度は、さらにその最新情報をとりまとめ「中
部プロジェクト 2016」として発刊することといたしました。
　本プロジェクト集が、活力ある中部圏の実現に向けて取り組んでおられる国、
県、市町村などの行政機関、産業界、研究者の皆様の参考資料として活用いた
だければ幸いです。
　最後になりましたが、本書の編集にあたりましてご協力を賜りました関係者
の皆様に厚く御礼を申しあげますとともに、各プロジェクトの成功が中部圏の
さらなる発展・活性化につながりますことを祈念いたします。

2016 年 5月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人　中部圏社会経済研究所
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